
（仮）協働による活動の取組み 

■協働による活動の取組みについて 

みどりの将来像を実現するためには、地域の特徴を活かしながら、市民、活動団体、企業、

大学など専門機関、行政の協働によるみどりづくりや守り・育てる取組みが大前提となりま

す。 

ここでは、地域の特徴を活かしたみどりづくりの方針と、みどりを守り・育てることも含

めた、それぞれの担い手ができる具体的な取組み例を、住宅地、商業地・業務地、川沿い、

里山・里地地域をモデルケースとして提示します。 

■地域のみどりづくりや守り・育てる担い手の主な役割 

 

市民 
公共空間などのみどりづくりや、自宅の庭づくりを通し

た地域のみどりづくりに協力・参加するほか、活動団体の

活動に参加・参画することにより、みどり豊かなまちづく

りに貢献しましょう。 

活動団体 
独自の緑化活動をはじめ、行政と協力しながら協働による活動をする

ことにより、みどり豊かなまちづくりに貢献しましょう。また、市民へ

の情報発信、アドバイスを行うなど、緑化活動の機運を高める先導役と

して、さっぽろのみどりづくりを支えましょう。 

企業 
CSR や社員の環境意識の啓発、所有地の緑化など、独自

の緑化活動のほか、市民活動への資材などの提供、人材の

提供など、緑化活動に参加・参画することにより、地域の

まちづくりに貢献しましょう。 

大学など専門機関 
専門的・学術的な視点から、情報の発信や地域の緑化活動へのア

ドバイスなどの支援をはじめ、大学自ら地域と連携して緑化活動に

参加・参画することにより、地域のまちづくりに貢献しましょう。 

行政 
情報提供や、活動の場や機会、資材の提供などの支援や活動の

コーディネートといった調整・誘導のほか、活動にかかわる人

材育成などの基盤づくりを行い、市民などの活動の促進を図り、

みどり豊かなさっぽろのまちづくりを推進します。 
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○この計画が目指す協働のあり方ごとの各主体の役割○ 

・ それぞ れの主 体が 、独自 に活動

や情報 発信を 行って いる。  

 

・ 主体 同士で 、参加 や協力 を呼び

か けな がら活 動を行 ってい る。  

・ 主体 間にお いて情 報の交 換や共
有 が行 われて いる。  

 

 

・ 主体 同士で、 活動 の目的 を共有

す ると ともに 、役 割分担や 責任範

囲 を相 互確認し なが ら活動 して
い る。  

 

・ 地域や 公園の みど りづく り（手

入れ） を個人 的に取 組む。  

・みど りに関す る情報 を得 ている 。 

 

・ それ ぞれの 主体が 企画す るみど

り の活 動に参 加して いる。  

・ 地域 におけ る活動 に参加 してい

る 。 
・ それ ぞれの 主体か らの情 報に対

し て、自らの 情報 や意見 を伝え て

い る。  

・ 地域 におけ るコミ ュニケ ーショ
ン の輪 を広げ ている 。 

 

・地域 に即した さまざ まな 活動を 、

明 確な 責任範囲 を持 ちなが ら行

っ てい る。 

・ 地域 の事情に 即し て行政 では対
応 しに くい面を カバ ーして いる。 

・ それぞ れの団 体が 、独自 の目的

や意識 の基に 、活動、情報 発信 を

行って いる。  

・ 活動 に際し て、他 の主体 にも参

加 を呼 びかけ ている 。 

・ みど りに関 する専 門的視 点から
の アド バイス や情報 提供を 行っ

て いる 。 

・ 行政 などが 企画す るみど りの活
動 にお いて、参加 するの みでは な

く 、専門家と して のかか わりを持

っ てい る。 

・ 他の 主体と の情報 交換や 交流を

行 って いる。  
 

・ 行政 や市民が 対応 しにく い面を

弾 力的 にカバー してい る。  

・ 協働 の活動に おい て、専 門的視
点 から アドバイ スをし ている 。  

・ 活動 団体など と、 情報と 活動の

ネ ット ワークを 形成 すると とも
に 、連 携調整を 行っ ている 。 

・ 社員意 識の啓 発な どから 、独自

で緑化 活動を 行って いる。  

・ 地域 の緑化 活動に 積極的 に参加

し てい る。 

・ 企業 自らが みどり に関す る活動
や 技術 などの 情報を 発信、提供 し

て いる。  

 

・ 企業 の特色を 生か しなが ら、地

域 など への社会 貢献 活動と して 、

地 域と の融和を 図り 、地域 活力 を
高 めて いる。  

・ 地域 の市民活 動を 側面か ら支援

し てい る。 

 

・ 研究成 果や情 報を 広く社 会に発

信して いる。  

・ みど りやそ の活動 に対し て、専

門 的・学術的 視点 からの 情報提 供

や アド バイス を行っ ている 。 

 

 
 

 

・ それ ぞれの協 働に ついて 、学術

的 、専門 的視点 から研究 し、成 果

を フィ ードバッ クす ること で、そ

の 充実 につなげ てい る。 

 

・ みどり に関す る情 報や施 策を積
極的に 公開し ている 。 

・ みどり の保全 や緑 化推進 の場を

確保し ている。  

 

・ イベ ントの 開催な どを企 画し、
市 民な どが参 加する 機会を 設け

て いる。  

・ 各主 体のみ どりの 活動に かかわ

る 機会 を企画 、調 整しな がら提 供
し てい る。 

 

・ 講習 や研修の 機会 を通し て、活
動 にか かわる人 材の 育成を 進め

て いる。  

・ 市民 活動を助 言、 支援、 調整し

て いる。  

 

 

■住宅地での活動の取組み 

＜住宅地でのみどりづくりの方針＞ 

住宅地でのみどりづくりは、既存のみどりの保全、街路や公共施設などの空間を活用した緑化活動を行

うほか、住宅の庭や商業施設などの民有地での緑化、花づくりを行うことで、みどり豊かなうるおいあ

る住環境づくりを目指しましょう。 

 

 ＜住宅地のみどりづくりのイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組みモデル＞ 

○コリドーの形成                                     関連する主なプログラム④      

札幌の骨格のみどりとなる「コリドー」として位置づけられた街路や河川沿いでは、行政による街路樹

の適正な育成・管理や河畔林の保全・育成、拠点となる公共のみどり（公園緑地・公共施設のみどり）の

保全・創出を積極的に進めるとともに、市民・活動団体・企業が創出するみどりを公共のみどりと一体的

にネットワークさせていくことで、連続した豊かなみどりづくりを進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・街路樹の適正な育成・管理 

・中央分離帯の修景・緑化と維持管理 

・植樹桝を活用した修景・緑化と維持管理 

・河畔林の保全・育成 

・公共施設の緑化と維持管理 

・公園緑地のみどりの保全・創出 

・民有地・民間施設の緑化 

・公共未利用地を活用したコミュニティガーデンづくりなどのみどりの創出と維持管理 

・サイクリングロードや遊歩道のネットワーク化 
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○街路を中心としたみどりのネットワークづくり・幹線道路によるみどりのつながりづくり          

                                               関連する主なプログラム④  

札幌の骨格となるみどりを補完する、「街路を中心としたみどりのネットワークづくり」「幹線道路によ

るみどりのつながりづくり」では、行政による街路樹の適正な育成・管理を積極的に進めるとともに、市

民・活動団体・企業による地域ゆかりの花や樹木を使った道路景観づくりを進めることで、地域をつなぐ

特徴あるみどりづくりを進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・街路樹の適正な育成・管理 

・中央分離帯の修景・緑化と維持管理 

・植樹桝を活用した修景・緑化と維持管理 

・公共施設の緑化と維持管理 

・民有地・民間施設の緑化 

・公共未利用地を活用したコミュニティガーデンづくりなどのみどりの創出と維持管理 

・サイクリングロードや遊歩道のネットワーク化 

 

 

○水を中心としたみどりのネットワークづくり                     関連する主なプログラム④       

住宅地での「水を中心としたみどりのネットワークづくり」では、市民、活動団体、行政とか協働で、

河畔林の保全・育成・活用・維持管理を進めましょう。また、行政は川沿いの散策路の整備や公園緑地と

の一体的な整備を行うことで、うるおいのある住環境の形成を進めます。 

＜具体取組み＞ 

・河畔林の保全・育成活動 

・散策路の整備 

・公園緑地の一体的整備 

 

 

○生活道路によるみどりのつながりづくり                      関連する主なプログラム④      

市民の生活に身近な「生活道路によるみどりのつながりづくり」では、市民が通りに面した住宅の庭で

のみどりづくりや、市民・活動団体による公共未利用地・植樹桝などの空きスペースを活用したみどりづ

くりなど、楽しみながらはぐくむみどりをつなげていきましょう。 

また、地域の安全・安心の取組みとして、防災に配慮した街路づくりやスクールゾーンの整備と合わせ

たみどりづくりを、市民・活動団体・行政が協力して進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・通りに面したガーデニングや庭木・生垣・ハンギングなどによる緑化 

・公共未利用地を活用したコミュニティガーデンづくりなどのみどりの創出と維持管理 

・植樹桝を活用した修景・緑化と維持管理 

・防災に配慮した街路や公園の修景と緑化の推進 

・スクールゾーン内の緑化 

・校庭の緑化 

 

○みどりと花による街角の修景                            関連する主なプログラム⑥      

地域の顔となる交通の結節点や、みどりのネットワーク上重要となる場所では、市民・活動団体・企業・

行政との協働により、緑地帯などを活用するほかコンテナガーデンによる修景を進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・通りに面したガーデニングや庭木・生垣・ハンギングなどによる緑化 

・公共未利用地を活用したコミュニティガーデンづくりなどのみどりの創出と維持管理 

・民有地・民間施設の緑化 

・植樹桝を活用した修景・緑化と維持管理 

・コンテナ、プランターによる修景活動 

 

 

○まちの歴史を物語る貴重なみどりの保全                    関連する主なプログラム⑥       

地域に残る歴史ある樹木や並木・樹林地は、まちの歴史を物語る貴重なみどりとして市民、活動団体、

企業、行政の協力のもと保全し、特徴あるまちづくりに活かしていきましょう。 

＜具体取組み＞ 

・重要な樹木・並木の保全 

・公園緑地に残る樹林の保全 

・民有地の樹林の保全 

 

 

○地域のみどり・花の拠点（コア）づくり                       関連する主なプログラム⑥       

公園緑地や公共施設などの地域のまちづくりの中心となる施設を活用し、市民、活動団体、専門機関、

行政の協働により、地域の花などを活用した地域らしい植栽やガーデンづくりのほか、建築物緑化を進め

て、地域の良好な景観づくりを進めましょう。 

活動団体、専門機関、行政は、この拠点を活用し、市民向けの植栽やガーデニングの講習会や建築物緑

化の技術指導を行い、地域の緑化活動の普及に取組みましょう。 

市民は、講習会や維持管理に参加し、そこで得た知識を家庭や地域での緑化活動に役立てていきましょ

う。 

＜具体取組み＞ 

・公共施設での建築物緑化（壁面緑化・屋上緑化、外構の緑化やガーデンづくり） 

・公園緑地、狭小公園を活用した植樹やみどりの保全、コミュニティガーデンづくり 

・園芸講習会の開催 

・協働による維持管理活動 
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○学校敷地を活用した緑化の推進                          関連する主なプログラム⑥      

学校は、子供たちの身近な環境教育の一環として、市民、専門機関との協働による植樹やガーデンづく

り、壁面緑化（みどりのカーテン）、プランター・ハンギングによる花づくりを実施しましょう。 

また、学校の教育方針に合わせて、学校グラウンドの芝生化、屋上緑化、畑づくりを行いましょう。 

学校の取組みに対し、行政は資材や技術の提供、専門機関は技術の提供を行いましょう。 

＜具体取組み＞ 

・校庭での植樹・花壇づくりなどの緑化と活用 

・壁面緑化（みどりのカーテンづくり） 

・屋上緑化 

・プランター、フェンスを活用したハンギングによる花づくり 

・グラウンドの芝生化 

・畑づくり 

 

 

○公園を活かした地域の魅力の向上                       関連する主なプログラム⑪⑫      

みどりに親しみ、愛着を高めていく場として公園を活用し、市民、活動団体、企業、行政が協力しなが

ら公園のみどりを守り・育て、みどりの機能を十分に発揮できるように質の向上を図り、多くの市民に親

しまれる公園にしていきましょう。 

＜具体取組み＞ 

・公園施設の修繕や見直し 

・市民、各種団体、企業と行政が協力した公園の見守り、維持管理の実施 

・地域の景観の向上に効果的なみどりの更新や手入れ 

・公園を活用した地域の催事への支援 

・冬季間の公園活用や雪置き場にできる協定締結の推進 

 

 

＜協働による取組み事例＞ 

 

～ 街路樹の地域に応じた適正な育成・管理に向け て ～ 

・札幌のみどりの骨格となる「コリドー」、「みどりのネットワーク」として位置づけられた街路では、行

政が中心となり、専門機関などの助言のもと、街路樹の計画的な管理・育成・樹木の更新を進め、みど

りの適正な育成・管理を図りましょう。 

・「幹線道路」や「生活道路」では、それぞれの道路構造や地域に合った街路樹のあり方を市民・行政が一

緒になって考え、協力しながら専門機関などの助言のもと、管理・育成・樹木の更新を図りましょう。 

・私たち市民は街路樹の効用を理解し、普及活動・維持管理活動に参加するなど、街路樹を地域の大切な

みどりとして守りはぐくみ、次の世代にひきついでいきましょう。 

・企業は CSR など、管理・育成・樹木の更新費の負担や維持管理活動に協力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 植樹桝や街路空間を活用した花づくりに向けて  ～ 

・植樹桝を活用した花づくり、コンテナガーデンづくりを市民、活動団体が中心となって進め、地域の歴

史や文化と結びついた特徴ある独自の道路景観づくり・まちづくりを進めましょう。 

・企業、専門機関、行政は、市民・活動団体の花づくり活動に対して、資材の協力、活動への参加、技術

的な支援を行いましょう。また、行政は活動のための場の提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歴史・文化と結びついた花による道路景観づくりの例】 

・アマとホップのフラワーロード 

 

【行政による花づくり支援メニュー】 

・さっぽろタウンガーデナー制度 

・花苗提供、コンテナ・資材提供 

・花苗づくりブック（種本）の配布 

・講習会の実施 

【街路樹の効用】 

・都市環境を改善します（大気の浄化、木陰の形成） 

・四季折々の変化がまちにうるおいをもたらします 

・地域を特徴づける景観を形成します 

・延焼防止など安全な住環境を形成します 

【協働による維持管理例】 

・アダプトプログラム 

・企業 CSR 
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～ 公共未利用地や公園などを活用したコミュニティガーデンづくりに向けて ～ 

・市民、活動団体が主体となり、地域の公共未利用地や公園緑地を活用したコミュニティガーデンづくり

を通して、彩ある地域づくり、地域の憩い・交流の場づくりを行いましょう。 

・行政は、土地の提供、資材の協力、技術的な支援を行います。 

・企業や専門機関は、市民・活動団体のコミュニティガーデンづくりに対して、資材の協力、活動への参

加、技術的な支援を行いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【未利用地を活用したコミュニティガーデンづくりの例】 

・新琴似コミュニティガーデン ・福住コミュニティガーデン 

  

【コミュニティガーデンとは】 

・公共空間や未利用地などを活

用し、地域住民などが協力し

ながらつくり出していく地域

の「庭」を指します。 

【行政によるガーデンづくり支援メニュー】 

・花苗提供、コンテナ・資材提供 

・花苗づくりブック（種本）、樹木と花に関する手引書の配布 

・緑花園芸学校によるボランティアガーデナーの養成 

・補助金申請の支援 

■商業・業務地での活動の取組み 

＜商業・業務地でのみどりづくりの方針＞ 

商業地でのみどりづくりは、拠点となる主な公共・公益施設の積極的な緑化を進めるとともに、民有地

での建築物緑化やオープンスペース緑化、コンテナなどの仮設的な緑化も活用しながら、多くの人を迎

え入れる、質の高いみどりに彩られた商業・業務地の環境づくりを目指しましょう。 

＜商業・業務地でのみどりづくりのイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組みモデル＞ 

○商業・業務地の顔となるみどりの軸の形成                  関連する主なプログラム⑤⑥       

商業・業務地のメインストリートとなる通りでは、行政による街路樹の適正な育成・管理を推進するほ

か、行政と沿道関係者が協働して、既存のみどり（街路樹、公園内樹木、民有地内樹木など）をはぐくむ

ことで連続した豊かなみどりの軸を形成し、風格ある商業・業務地の顔づくりを進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・街路樹の適正な育成・管理 

・公共・公益施設での積極的な緑化 

・民有地での開発に合わせたみどりの創出 

・民有地内のみどりのボリュームアップ 

 

○歩いて楽しい花による街並みづくり                       関連する主なプログラム⑤⑥      

商業・業務地を周遊する街路沿いでは、通りに面する公共・公益施設や民有地の外構でのガーデンづく

りや、市民、活動団体、企業によるコンテナガーデンなどの修景を行い、歩いて楽しい街並みづくりを進

めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・公共・公益施設の積極的な緑化と維持管理 

・民有地での開発に合わせたみどりの創出 

・コンテナガーデンによる街並みづくり 
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○来訪者を迎え入れる交通結節点などでの街角修景             関連する主なプログラム⑤⑥      

来訪者を迎え入れる交通結節点などでは、市民・活動団体・企業・行政との協働により、緑地帯などを

活用するほかコンテナガーデンによる修景を進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・植樹桝・緑地帯の修景と維持管理 

・民有地での開発に合わせたみどりの創出 

・公共・公益施設の積極的な緑化と維持管理 

・建築物緑化（壁面緑化）の推進 

・コンテナガーデンによる街並みづくり 

・交通結節点（JR 駅、地下鉄駅出口、バス停など）の緑化と維持管理 

 

○公園緑地・主要なみどりを活用した質の高いみどりの憩い空間づくり   関連する主なプログラム⑤⑥       

人の往来が多い商業地では、公園緑地やまちに残る主要なみどり、公共・公益施設の外構などのまとま

ったみどりの空間を保全・創出・活用することで、うるおいある憩いの空間をつくりましょう。 

行政による維持管理に加え、市民や活動団体は、ボランティアによるみどりを守り・育てることへの参

加や、花づくりなどの彩ある景観づくりを行いましょう。また、企業は CSR 活動などにより、管理費の負

担や維持管理活動に協力しましょう。 

＜具体取組み＞ 

・公園緑地のみどりの充実と憩い空間の確保 

・貴重なみどりの保全 

・公共・公益施設の積極的な緑化と維持管理 

・民有地での開発に合わせたみどりの創出 

 

○都市環境を改善する緑化の推進                        関連する主なプログラム⑤⑥       

まとまったオープンスペースの少ない商業・業務地では、街路樹のみどりとともに、開発に合わせた緑

地空間の確保や、壁面緑化・屋上緑化などの建築物緑化により、地域のみどりの総量を増やしていくこと

が、都市環境の改善、快適でうるおいある商業・業務地における良好な環境形成につながります。 

そのため、専門機関、行政が中心となり、北国における都市環境での緑化技術の研究、技術提供を行い、

企業、行政が中心となり、公共・公益施設、民有施設での質の高い緑地空間の創出と維持管理、建築物緑

化を進めましょう。 

＜具体取組み＞ 

・街路樹の適正な育成・管理 

・民有地での開発に合わせたみどりの創出 

・公共・公益施設の積極的な緑化と維持管理 

・建築物緑化（壁面緑化、屋上緑化）の推進 

・重要な樹木・樹林地の保全 

 

＜協働による取組み事例＞ 

 

～ 民有地でのみどりの創出に向けて ～ 

・企業は所有する建築物緑化（屋上緑化、壁面緑化）、外構の緑化、コンテナガーデンによる花づくりによ

りみどり豊かな彩りある街並みづくりを行いましょう。民有地で開発を行う際は、緑保全創出地域制度

に基づく緑化を行うほか、総合設計制度を活用するなど、積極的にオープンスペースを確保し、うるお

いある都市環境の形成に努めましょう。また、隣接する地権者との連携による連続的な緑化、コンテナ

ガーデンづくりに取組むなど、歩いて楽しい一体的な通りづくりを行いましょう。 

 

・市民、活動団体は、企業との連携を図り、民有地のみどりづくり、維持管理作業などに参画しましょう。 

・行政は、民有地の緑化促進のため、資材提供、技術的・制度的支援、効果的なオープンスペース創出や

連続的な緑化・花づくり、維持管理に向けた関係者や関係機関との調整・コーディネートを行いましょ

う。 

・大学など専門機関は、屋上緑化、壁面緑化をはじめ、都市空間における緑化技術や緑化の効果について

研究、開発、普及に努めましょう。 

【通りに面した民有地の緑化例】 

 

【制度・行政による支援メニュー】 

・緑保全創出地域制度※市 内全域を 山岳

地 域、 里山 地域 、里地 地 域、 居住 系市

街 地及 び業 務系 市街 地に 種別 化し 、土

地 利用 の行 為に あた り、 種別 ごとに 一

定 の緑 化な どの 確保 を図り 、 みど り豊

か な 都 市 環 境 を 保 全 及び 創 出 す る 制

度 。 

・総合設計制度 

※ 公開 空地の 確保に より市 街地 環境の 整

備 改善 に資す る計画 を評価し 、容積 率、

高 さ制 限、 斜線 制限な どを 緩 和する 制

度 。 

・宿根草などの資材提供 

・技術支援 

【壁面緑化・屋上緑化の例】 

  

【連続的なコンテナガーデンの例】 

・南一条（グリーンオンパレード） 
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